
世界中で愛されている物語「ピノッキオ」がオペラになった！
さまざまな楽器をあやつり、にぎやかに、そしてコミカルに歌い演じます。
さあ、大人も子どもも一緒にピノッキオとおかしな冒険の旅に出かけよう！

◆と　き／7月5日（日）　14：00開演（13：30開場）　
　　　　　　※上演時間 1時間20分予定　　　
◆入場料（全席自由、税込）／一般2,000円（当日2,200円）
　　　　　　　　　　　　 高校生以下800円（当日1,000円）
　　※3歳以上有料。3歳未満のお子様は、保護者1名につき
　　　1名まで膝上鑑賞のみ無料。
　　　託児サービスあり。［有料・6/18（木）までに要予約］
◆プレイガイド
　【出雲】大社文化プレイスうらら館、出雲市民会館、ビッグハート出雲、平田文化館、スサノオホール、
　　　　ゆめタウン出雲、ゆめタウン斐川、ラピタ本店
　【松江】島根県民会館チケットコーナー　　【ローソンチケット】Ｌコード67918 　
◆おたずね・託児の申し込み／出雲交流会館　☎ 21-7580　（土・日・祝を除く9：00～17：00）

市役所ロビー

 日本舞踊（にほんぶよう）教室
　◆対　象／満5歳～小学校6年生　◆募集人数／10名
　◆開催期間／平成27年4月～平成28年3月
                   （12月、1月は休講）
　◆練習日と練習時間／第2・4日曜日（変更になる場合が
　　　　　　　　　　　　 あります）
　　　満5歳～6歳　10:00～（1回15分程度）
　　　小学校1～6年生　10:30～（1回45分程度）
　◆年間開講数／20～22回　※3年まで継続可能です。
　　　　　　　  3年以降はご相談ください
　◆参加費／1か月2,500円（別途、初回のみ扇代
　　　　　  約3,000円が必要です）
　◆先　生／出雲邦楽邦舞連盟講師　
   ◆持ってくる物／浴衣、足袋（初回は白いソックス可）、
                           帯、腰紐
 いけばな教室
　◆対　象／小学校3～6年生　◆募集人数／24名　　
   ◆開催期間／平成27年5月～平成28年3月  計11回（予定）
　◆練習日と練習時間／第3土曜日　10:00～11:00
　　　　　　　　　　　  （変更になる場合があります）
　◆参加費／１か月1,500円（花材代を含みます）※初回に 
　　　　　　いけばなノート代（200円程度）が必要です。
　◆先　生／出雲華道連盟講師：小原流　　
   ◆持ってくる物／なし

京都の高津古文化会館のコレクションか
ら、武家の華麗なる文化がうかがえる優れ
た美術工芸品約70点を展示します。

◆と　き／5月17日（日）
　　　　　まで
◆開館時間／
　9：00～17：00
   （入館は16：30まで）
◆休館日／月曜日（ただし
　5月4日 （月・祝）は開館）
◆観覧料／
　一般720円（620円）、
　高校生以下無料
　※（　）は20名以上の団
　　体料金

◆と　き／6月7日（日）まで
◆開館時間／9：00～17：00
　　　　　　（入館は16：30まで）
◆休館日／月曜日（5月4日(月・祝)は開館）
◆観覧料／無料

◆と　き／6月9日（火）、7月7日（火）、9月8日（火）※3回シリーズ　13：30～15：00
◆定　員／20名（先着順）　　◆参加費／1回ごとに410円（抹茶付）
◆講　師／当館副館長　　　 ◆申込方法／5月1日（金）～31日（日）までに電話で申し込みください。

出雲文化伝承館

大社文化プレイスうらら館

Ⓒ青木司

出雲メセナ協会では、出雲地域の芸術・文化の普及、向上、
発展に寄与する地域文化活動や事業を対象に助成しま
す。助成を希望される団体及び個人の方は、出雲メセナ協
会事務局まで申し込みください。

◆募集期間／5月31日（日）まで　　
◆事業の実施時期／8月1日～12月31日
◆おたずね／出雲メセナ協会事務局（公益財団法人出雲市
　芸術文化振興財団）　☎ 21-6371　
   （月曜日除く 9：00～17：00） 「デラックス・マーガレット　夏の号」1975

Ⓒ高橋真琴

募集

出雲市洋画連盟委員の方々を講師に、静物・人物（着衣）による油彩水彩画の実技指導を行います。絵
画愛好者の皆さまふるってご参加ください。
◆と　き／6月14日（日）　9：30～17：00（受付9：00～）　　    ◆講　師／出雲市洋画連盟委員
◆対　象／絵画愛好者（中学生以上、出雲市内外を問いません）　 ◆定　員／60名（先着順）
◆参加費／一般1,500円、高校生以下無料　当日受付でお願いします。
◆持ってきていただくもの
　　　　・油彩・水彩道具一式（油絵はキャンバス10号程度）
　　　　・新聞紙・ビニール等の敷物、床拭き雑巾（床の汚れ防止のため）
　　　　 ※昼食は各自でご準備ください。館内にそば「羽根屋」「そば縁」があります。
◆申込方法／5月1日（金）～31日（日）までに電話で申し込みください。

第66回
平田本陣記念館

◆おたずね・申し込み／出雲文化伝承館　☎ 21-2460

こう  ず

れい ぜい  ひ　 こう

第 21 回（平成 27 年度） 観て触れて　感じる楽しさ　～未来へ繋ごう！今輝いて～

出雲市文化環境部　文化スポーツ課
（公財）出雲市芸術文化振興財団芸術文化振興部（出雲交流会館）

（☎ 21ー6514）
（☎ 21ー7580）

バラエティに富んだ、数々の舞台芸術や伝統芸能などの優
れた芸術文化に触れる機会を、年間を通じて提供します。
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「声を出して和歌を詠（うた）ってみませんか」
（冷泉流　和歌披講） 出雲市役所 ロビーコンサート

出雲文化伝承館　
こども和文化クラブ生徒追加募集！

平成27年度出雲メセナ協会支援事業の募集

絵画教室　初級から中級者募集！

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ピノッキオ』
4/25（土）
チケット
発売開始

春の特別展
「華麗なる武家文化」展 
－武家の表道具と奥道具－

杉谷常吉遺作展

入場料
無料 高橋真琴展

－夢見る少女たち－地域で活動する音楽家や愛好家等の発表の
場として、隔月の第4水曜日のお昼休み（12：20～12：50）
にロビーコンサートを行っています。

◆と　き／5月２7日（水）
◆出演者／田中　悠里亜（ヴァイオリン）　　 　　　　　
　　　　　 中村　知世（コントラバス）
◆おたずね・出演の申し込み／出雲芸術アカデミー事務局
　（出雲交流会館内）　☎ 21-6371

高橋真琴の画業は「少女の瞳にはじ
めて星が輝いたあの日」と称賛され、
少女漫画の黎明期に絶大な影響を与
えて、一世を風靡しました。独創的な
高橋真琴の美少女の世界をご堪能く
ださい。

◆と　き／6月7日（日）まで　
◆開館時間／9:00～17:00
◆休館日／火曜日
◆入館料／一般510円（410円）、
　小・中・高生200円（100円）　
　※（　）内は20名
　以上の団体料金
◆おたずね／
   平田本陣記念館
　☎ 62-5090市民団体主催 5月の催し
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平田書道展 5月23日（土）・24日（日）
9：00～17：00（24日は16：00まで） 平田文化館 入場無料

スサノオの里　スーパー神楽2015 5月31日（日）
9：00開演（８：00開場）

全席指定　一般3,000円
中学生以下1,500円スサノオホール

催　　　事　　　名 と　　き ところ 料　　金


